9 月度土曜例会（2011/09/17）
予定していたゲストスピーカーRさん、盲腸で緊急入院。IIN役員のゲスト担当も大変だったと
思いますが急遽ピンチヒッターを引き受けてくれたGhanaのMercy Nuamahさん、スケジュール
の変更やら準備日数が無かった事などさぞかし大変だったと思います。感謝します。Mercyさん
は今年の2月、3月にスピーチしてく
れました。3月のタイトルは
Health:Prevention is better than
CureでBacteriaとVirusの違い等と
多少硬いテーマでしたね。産婦人科
の先生で大学院の生化学講座では
生物学を教えている彼女ならでは、
の内容でした。
本日のタイトルはImages from
Ghana:Discovery Tourです。
ところで本日のテーマに関する多
くの写真、資料を PC に取り込んだ
ものの PC からスクリーンに映し出
されません！！修復の調整に時間
を要する間は Word-chain ゲームにさっと切り替え、言うならば自習形式です。内容はある word、
例えば run の次は終わりの n から始まる word を書き、次々と書き続けていきます。制限時間
内に何文字書けるか、皆さん黙々と取り組んでいました。後での話しですがわたし e ばかり何度
も出た、わたしは y がやたらと多かった等の声が聞かれましたがあなたは？何かの折またこのゲ
ームをトライしてみて下さい。
その間懸命の調整にもかかわらず結果的にスクリーンには画像が現れませんでした。残念！！
さて内容ですが、今年 4 月ロシアで生まれた娘さんと
12 年ぶりで Ghana に里帰りして来ました。ドバイ経由
で Ghana の首都 Accra へ、そこから母の住む町へもで
す。ちなみに経度はイギリスと同じですから常に標準
時です。Accra では多くの親戚に会い、クラスメイトた
ちにも会って来ました。ところで娘さん、何を日本か
ら持っていったと思います？日本食の数々でした。困
らないだろうとは言え Food は懐かしいものの代表、象
徴なのでしょうね。
ここで Ghana の地理のおさらいです。
Ghana の人口は 2,480 万人、面積は約 24 万平方キロですから日本の 2/3 程度です。首都の Accra
は 227 万人、次に大きい町は Kumasi で 177 万人、urbanization は 51％ですから町への人口集
中が進んでいます。Mercy さんが生まれたのは南西にある Enchi, 13 歳まで過ごしました。以降
は Accra で。ご主人の出身地は Accra の少し北 Koforidua、そしてロシア、カナダ、日本での生
活を経て現在に至ります。また Kumasi は豊富な金により栄えた Ashanti 王国の歴史遺跡が数多
く残っています。






驚きその１）Accra は建設ラッシュ、至る所で高層ビルが建てられていました。ホテルもで
す。
驚きその２）クラスメイトたち、親戚たち。現在経済が絶好調なのでしょう、ビル建設に携
わっている人もいました。
驚きその３）交通渋滞。発展に伴い車も増え至る所で渋滞に遭います。車は日本車、韓国製、
アメリカ車の順です。
驚きその４）中国は元よりですが、日本、韓国企業の進出が結構目立ちました。それに伴い
人も。経済発展に伴いビジネスチャンスなのでしょう。



驚きその５）Ghana での日本人といえば野口英世、ここ Accra のガーナ大学で黄熱病を研究、
感染し亡くなった。今回日本人の若い研究者と会って来ました。
写真は Accra の街並みです。

また、My life in Japan, Russia, Canada と言う
タイトルでガーナメディカル大学医学部の学生
たちにスピーチして来ました。彼らの関心事は
まず天候、寒くありませんか？が最初です。そ
して食べ物は？言葉は？
また彼らにしてみると日本人、中国人は外観も
中身もまったく同じに感じるそうです。
How to survive in a foreign country. に対する
回答は誰もが皆親切に助けてくれます。如何に
こちらからのお願いを伝えるかです。言葉がも
っとも大事、まずどうやってバリアを取り除く
かでしょう。ちなみに言葉を言うならば Ghana には何十もの言葉があり、正直、旦那のローカ
ルな言葉でさえ理解できません。共通、公用語である英語が become dependent quickly です。
（事務局からですが Q & A に入る前に Ghana の経済状況について好調の背景をデータベースで
記載します。輸入総額$10.71b(2010),$8.04b(2009) China 16.5%, Nigeria12.2%, US6.8% Capital
equipment, petroleum, foodstuffs etc. 一方輸入総額は$7.55b, $5.84b, Neterland13.2%, UK7.7%,
France5.8%, gold,timber,tuna,bauxite,alminum,diamonds etc.
Ghana is well endowed with natural resources and agriculture accounts for roughly
one-third of GDP and employs more than half of the workforce, mainly small
landholders. The services sector accounts for 40% of GDP. Gold and cocoa
production and individual remittances are major sources of foreign exchange. Oil
production at Ghana's offshore Jubilee field began in mid-December and is expected
to boost economic growth. Ghana signed a Millennium Challenge Corporation (MCC)
Compact in 2006, which aims to assist in transforming Ghana's agricultural sector.
Ghana opted for debt relief under the Heavily Indebted Poor Country (HIPC)
program in 2002, and is also benefiting from the Multilateral Debt Relief Initiative
that took effect in 2006. In 2009 Ghana signed a three-year Poverty Reduction and
Growth Facility with the IMF to improve
macroeconomic stability, private sector
competitiveness, human resource
development, and good governance and civic
responsibility. Sound macro-economic
management along with high prices for gold
and cocoa helped sustain GDP growth in
2008-10. (CIA factbook よ り )）

Q&A











Ghana からのお土産はなにを？当然チョコレート、またハンドメイドのネックレス、ブレス
レット等です。
女性は結婚後も働きに出ますか？家計の為に働きに出ます。
蚊が媒介する黄熱病は今でも？ありません。マラリアのほうが危険性は高いです。今では予
防接種でなくタブレットです。旅行外人は週に一度飲むように。
18 年間日本に住んでいてどこが一番好き？と聞かれてもどこでもそれぞれ良い所ですから
全てと答えます。
Ghana に温泉は？ありません。でもお風呂は大好きです。
日本のような天災は？弱い地震、また洪水は有りますがすごいのはありません。
宗教は？自由です。最近の統計ではキリスト教 68.8%、イスラム教 15.9%、アニミズム等
8.5%、仏教、ヒンズー教はまれです。
皆さん水泳は？川が多いしレクリエイションですから結構盛んですが、着飾った水着などは
着けません。でも安全な場所ばかりではなくプールも一般的ではありません。私の場合友人
が事故で亡くなったから水泳は嫌いです。
インターネットは盛んですか？インターネットカフェは有ります。
（ちなみに internet users
は 1.297million ですから 20 人に PC 一台の割合です）



音楽は？Ghana has many styles of traditional and modern music, due to its multiplicity of
ethnic groups and its cosmopolitan geographic position in West Africa. The best known
modern genre that originated in Ghana is Highlife.

そして最後は YES or NO ゲーム。マーブルを一人 5 個ずつ持ちだれかれと無く英語で質問しま
す。Yes or No で答えたら駄目！ペナルティとして手持ちのマーブルをひとつ取られます。下は
そのゲーム光景、終了時一番多く持っている人が優勝。12 個の K さんおめでとうございます。

